
金沢大学学内公務員試験対策講座をお申込みのみなさんへ（契約書面） 

 

金沢大学学内公務員試験対策講座（以下、「公務員講座」といいます）を、下記の事項を確認の上申し込み

ます。 

事業者名：金沢大学生活協同組合 

住所：石川県金沢市角間町  

電話：076-231-2855 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

【ご確認事項】 

１．公務員講座は「公務員試験対策」のために、公務員講座事務局が約１年間を通して様々なサポートを行な

います。 

なお、新型コロナウイルス感染症等の感染症、地震、台風等の天災、騒乱、事故、及び行政庁または大学

からの指示に基づくことにより、講義形態や内容、スケジュールの変更、または、中止をする場合があり

ます。その場合は事前にお知らせします。 

２．公務員講座の内容と金額は以下のとおりです。 

(1)行政職一括受講コース[全 355 コマ]  受講料 269,800 円(税込) ＋教材費 67,712 円(税込) 

・国家総合職・国家一般職・地方上級合格を目標としたセットコース。 

・公務員試験に必要とされる知識の習得から、記述対策、毎月の個別面談、面接練習等を予定。 

・講座代金には、上記講義料の他、企画参加、面接対策、その他学習支援にかかる費用を含みます。 

・企画によっては実費負担をお願いする場合がございます。 

・行政職一括受講コースの方がお申込みいただけるオプション講座は下記です。 

1）「総合職オプション法律コース」[全 28 コマ]  受講料 38,080 円(税込) ＋教材費 5,170 円(税込) 

科目･･･上位法律、記述対策（憲法・民法・行政法・公共政策）、政策論文 

 

 (2)行政職実力養成コース[全 274 コマ]  受講料 227,420 円(税込) ＋教材費 56,707 円(税込) 

・行政職一括受講コースの基礎講座（専門・教養）のみのコース。 

・講座代金には、上記講義料の他、企画参加、面接対策、その他学習支援にかかる費用を含みます。 

・企画によっては実費負担をお願いする場合がございます。 

・行政職一括受講コースで実施する科目を、部分的に追加でオプション講座として後日申込むことができ

ますが、その場合は一括コース受講より割高になります。 

・行政職実力養成コースの方がお申込みいただけるオプション講座は下記です。（12 月申込受付予定） 

  1)「直前対策講座[全 40 コマ]・専門記述憲法[全 4 コマ]」 受講料 36,520 円＋教材費 3,850 円 

2)「刑法・労働法」[全 22 コマ] 受講料 18,260 円＋教材費 4,295 円 

3)「専門記述民法・専門記述行政法」、「会計学」 受講料 12,450 円＋教材費 2,860 円 

    ・専門記述民法、専門記述行政法はテキストのみ販売。 

 

 (3)技術職コース[全 122 コマ]  受講料 87,840 円(税込) ＋教材費 26,189 円(税込) 

・国家一般職・地方上級・市役所試験等（技術職/専門職）に対応した、教養科目中心のコース。 

・講座代金には、上記講義料の他、企画参加、面接対策、その他学習支援にかかる費用を含みます。 

※内容を十分お確かめください。 



・企画によっては実費負担をお願いする場合がございます。 

・技術職コースの方がお申込みいただけるオプション講座は下記です。 

1）「心理職オプション」[全 36 コマ]  受講料 39,240 円(税込) ＋教材費 28,343 円(税込) 

  2）「土木職オプション」[全 50 コマ]  受講料 38,000 円(税込) ＋教材費 7,700 円(税込) 

  

 (4)各コースの科目及びコマ数一覧（別表参照） 

 

３．講座の内容・スケジュールは変更する場合があります。但し、変更の際は事前にご連絡いたします。 

 

４．公務員講座に関わるテキスト・問題集・レジュメ・その他の印刷物、動画、使用データなど（以下、「教

材」といいます）を金沢大学生活協同組合（以下、「大学生協」といいます）に無断で複製・複写・譲渡

することは一切できません。 

 

５．公務員講座を受ける権利を他人に譲渡することはできません。 

 

６．クーリング・オフに関する事項 

(1) 公務員講座は、申込金を所定の大学生協窓口が受理した時点をもって契約成立とします。 

(2) 本書面を受け取った日を含む 8 日間は、書面により無条件に公務員講座の役務提供契約の申し

込みの撤回（当該契約が成立した場合は当該契約の解除）を行うこと（以下、「クーリング・オフ」

といいます）ができます。 

(3) 前項に規定する解約の効力は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送して頂い

た日（郵便消印日付）から生じます。 

(4) この場合は、お申込者は違約金を支払う必要はありません。既に申込金（教材代金含む）の全

部または、一部を支払われている場合は、速やかに大学生協よりその全額の返還をうけることがで

きます。 

(5) クーリング・オフが不実告知による誤認または威迫による困惑によって行使されなかった場合には、

改めてクーリング・オフができる旨の書面を受領した日を含む 8 日を経過するまでは、クーリング・

オフができます。 

 

７．中途解約（クーリング・オフが可能な期間の経過後の契約解除）に関する事項 

(1) 公務員講座開講日から数えて７日間は、書面により無条件に公務員講座の解除を行うことが出来ます。 

(2) 前項に規定する解除は、契約解除の通知書面を大学生協へ提出、もしくは郵送していただいた日（郵

便消印日付）から生じます。 

(3) この場合は、お申込者は違約金や損害賠償を支払う必要はありません。既に公務員講座の全部または

一部を支払われている場合は、速やかに大学生協よりその全額の返還を受けることができます。 

(4) なお、使用された教材の価格相当額を差し引いて返金致します。ただし、未使用分の教材が返還され

ない場合は、未使用分の教材の価格相当額の返金はできません。 

(5) ７-(1)に記載した期間以降の契約解除については、申込金（教材代金含む）から次の①～③を差し引

いた金額を返金いたします。記載している金額はいずれも消費税込みの金額です。 

① 解約申し出日までに実施された講義の対価に相当する受講料（解約お申し出までに実施済みの講

座の回数に講座の単価（受講コース別になります）をかけた金額） 



・行政職一括受講コース 単価 760 円 

   総合職オプション法律コース 単価 1,360 円 

・行政職実力養成コース 単価 830 円 

   オプション講座 単価 830 円 

・技術職コース     単価 720 円 

   心理職オプション 単価 1,090 円 

   土木職オプション 単価 760 円 

② 使用された教材の価格相当額。 

③ 解約手数料として、申込金（教材代金含む）から①及び②の金額を控除した額の 20％に相当す

る金額または、50,000 円のいずれか低い金額。 

 

８．オプション講座等についても、上記規定を適用します。 

 

９．頂いた個人情報は、金沢大学生活協同組合個人情報保護法方針 

（https://www.kindai-coop.jp/privacy.html）に則り金沢大学生協が管理します。 

以上 

【別表 1】各コースの科目及びコマ数一覧 

講義科目 行政職 技術職 講義科目 行政職 技術職 

コース名 一括

受講 

実力

養成 

技術職 コース名 一括 

受講 

実力 

養成 

技術職 

憲法 20 20 － 工学の基礎 － － 12 

民法 40 40 － 直前対策講座 40 ★ － 

行政法 20 20 － 刑法 12 ★ － 

経済原論 44 44 － 労働法 10 ★ － 

財政学 12 12 － 会計学 15 ★ － 

政治学 12 12 － 専門記述憲法 4 ★ － 

行政学 12 12 － 専門記述民法 テキスト

のみ 

★ － 

経済事情 4 4 － 専門記述行政法 ★ － 

数的処理 42 42 42 【注】 

・「★」はコース内容には含まれておりません。

別途申し込みになります。 

・専門記述民法、専門記述行政法は、テキスト

のみです。 

資料解釈 4 4 4 

文章理解 6 6 6 

人文科学 15 15 15 

自然科学 15 15 15 

社会科学 16 16 16 

論作文 6 6 6 

面接対策 6 6 6 合計 355 コマ 274 コマ 122 コマ 



 【別表 2】オプション講座の科目及びコマ数一覧 

 ●行政職一括受講コース 

「総合職オプション法律コース」 

 講義科目 コマ数 講義科目 コマ数 

上位法律 12 記述行政法 2 

記述憲法 6 記述公共政策 2 

記述民法 2 政策論文 4 

合計 28コマ 

 

 ●行政職実力養成コース（申込時期・方法等の詳細は別途ご案内致します。） 

1)「直前対策講座・専門記述憲法」 

 講義科目 コマ数 講義科目 コマ数 

直前対策講座 40 専門記述憲法 4 

2)「刑法・労働法」 

 講義科目 コマ数 講義科目 コマ数 

刑法 12 労働法 10 

3)「専門記述民法・専門記述行政法」、「会計学」 

 講義科目 コマ数 講義科目 コマ数 

専門記述民法, 

専門記述行政法 

テキスト

のみ 

会計学 15 

 

 ●技術職コース 

1）「心理職オプション」 

 講義科目 コマ数 

心理職 36 

  2）「土木職オプション」 

 講義科目 コマ数 

土木職 50 

 


